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第５章 スペイン調査報告 
 

調査者：中村百合子（立教大学文学部准教授）  

     永田 治樹（立教大学文学部特任教授） 

 
カタルーニャ州（Catalunya）はスペインの自治州である。2011 年時点で人口 7,539,618

人、これはスペインの人口の約 16％を占め、またバルセロナ県の人口は 5,529,099 人であ

り、カタルーニャ州の人口の 70％以上が集中する(1)。中世以前から、歴史的また文化的に、

カタルーニャ地域はスペインの中でたいへん特殊であり、近年は、スペイン内戦期に共和

国側に立ってフランコ（Francisco Franco；1892-1975）の政権下で迫害を受けた歴史をど

う捉えるか、また現在のスペインの経済危機にあって自治権拡大はたまた独立を求めるか

どうかが、話題となっている。訪問調査中に出会った方たちからも、フランコ時代につい

ての否定的な発言があったり、カタルーニャの文化の独自性や教育の先進性がさりげなく

ではあるが主張されたり、といったことがあった。 

 

１．出版および図書館の概況 

（１）カタルーニャ州の出版 

   カタルーニャ州では、スペインとしてスペイン語（カスティーリャ語）が公用語で

あることに加えて、州として、カタルーニャ語と、2006 年からはアラン語が公用語で

ある。出版の状況をみてみると、カタルーニャ州で 2011 年に 17,992 タイトルの図書

が出版されており、これは、スペイン全土で 66,773 タイトルが出版されているうちの

約 26.9％である(2)。カタルーニャ語での出版は増えており、2006 年に 9,335 タイトル

が登録されており、これが翌年以降、9,615；10,750；10,526；10,748 タイトルと増

えている(3)。2010 年におけるその主題別内訳をみてみると、文学が 2,090 タイトル、

児童文学 2,708；科学・技術 523；社会・自然科学 2,050；教育 2,785；そのほか 592

タイトルとなっている(4)。カタルーニャ語の新聞はすべて一般紙であるが 6 紙あり、

その販売部数は 2006 年時点で 144,181 部/日、これは同年にカタルーニャ州で販売さ

                                                  
(1) Statistical Institute of Catalonia、Population. 1900-2012 Provinces、Statistical 

Yearbook of Catalonia、http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=245&lang=en、2012.10.5  

 ちなみに、教育を受けている幼児、児童・生徒、大学生は増えており、2005-2006 年度に

1303,633 人；その後 2009-2010 年度には 1435,568 人となっていて、合わせて教師も増加して

いる（Statistical Institute of Catalonia、Students and teachers. 2005-2006/2009-2010 

academic years By education levels、Statistical Yearbook of Catalonia、

http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=734&lang=en、2012.10.5）。 
(2) Statistical Institute of Catalonia、Publishing production. Books and pamphlets. Titles 

and copies published. Provinces、 Statistical Yearbook of Catalonia、 

http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=767&lang=en、2012.10.5 
(3) Statistical Institute of Catalonia、Publishing production in Catalan. 2006-2010 

Registered titles. By subject matter、Statistical Yearbook of Catalonia、

http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=770&lang=en、2012.10.5  
(4) 前掲（3）  
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れていた一般紙のうちの約32.3％を占めていた(5)。一方で、児童書専門書店Casa Anita

を訪問し、店主と会話したところ、児童書に強い書店は、バルセロナに 5 軒ほどしか

なく、どれもこの 10 年ほどの間にできたとのことであった(6)。 

 

（２）カタルーニャ州の図書館 

   2010 年にはカタルーニャ州に、418 館の公共図書館；特定の利用者グループのため

の図書館が 16 館；高等教育機関の図書館が 58 館；専門図書館が 319 館の合計 811 館

があり、全図書館合わせて 24,373,526 冊を所蔵していた(7)。専門職のライブラリアン

は合わせて 1,571 人、そのほかの職員と研究者やボランティアを加えると 4,666 人が

働いていた(8)。 

次ページの図 5.1 は、バルセロナ市の図書館利用統計のグラフ化されたものである。 

一番上のグラフは住民 1 人当たりの来館数である。2001 年に 1.5 回だったものが、

現在は 2010 年には 3.7 回となっている。中段のグラフの数値は、住民ごとの貸出資料

数で、これも 2001 年に 0.71 件だったものが、2.73 件となっている。下段のグラフは、

住民の登録率である。2001 年の段階ではきわめて低く、13.0％であったものが 2010

年は 49.7％、いずれの数値も急上昇を示している。 

この統計に、バルセロナ市の急速な発展が跡づけられている。また、この州におけ

る人々の図書館利用度についても従来かなり低いところにあったが、それが近年急速

に伸展したということもわかる。別途計算をすると、新規の登録者の増分は、2001 か

ら 2002 年には 25.2％、そして翌年にかけては 27％もの増分を示しており、その後も

2009 年に至るまで 10％台の増分である。ようやく 2011 年に、3.3％に落ち着いている

が、その時点で登録率は住民の 52％に到達している(9)。貸出数の人口比率はわが国よ

りも低いものの、登録率はわが国の平均的な数値を凌駕している。 

 

                                                  
(5) Statistical Institute of Catalonia、Circulation of daily press in Catalan. 2002-2006、

Statistical Yearbook of Catalonia、http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=773&lang=en、

2012.10.5 
(6) さらに、スペイン語圏の児童書出版や子どものための図書館の専門職の養成に関わって、サ

ラマンカにある La Fundación Germán Sánchez Ruipérez（FGSR）やベネズエラの Banco del Libro

の活動に注目すべきこと；サラゴサ大学にも児童青少年文学のコースがあること（未確認）等

を教えてくださった。 
(7) Statistical Institute of Catalonia、Libraries. 2010 By types. Counties, areas and 

provinces、Statistical Yearbook of Catalonia、

http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=785&lang=en、2012.10.5  
(8) Statistical Institute of Catalonia、Libraries. 2010 Personnel. By categories and type 

of library、Statistical Yearbook of Catalonia、

http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=787&lang=en、2012.10.5 
(9) Bibliotheques of Barcelona. Library of Barcelona: 10 more years: New Challenges and 

New Opportunities. p.24．http://www.bcn.cat/biblioteques/docs/bib10anys_eng.pdf 

http://www.bcn.cat/biblioteques/memoriaCBB2011.pdf 
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図 5.1 バルセロナ市における住民の図書館利用(10) 

 

なお、 2011 年の新規登録者の最大のグループは、0 歳～4 歳までの者で 39％を、

それに次いで 5 歳～14 歳までが 11％ということであった（ちなみに成人は 14％、若

者は 9％）(11)。 

このような公共図書館の人々への浸透は明らかに、近年のバルセロナ市の図書館の

増設策によって押し上げられたものだ。また、子どもへの図書館サービスも、ここに

きて、それぞれの図書館における児童サービスエリアが急速に整備されたものと推定

される。このことについては、改めて３．公共図書館の最新の建築・設計で論じる。 

 

２．公共図書館の児童サービスと学校図書館への訪問調査 

  公共図書館と学校図書館を訪問して、子どもに対する図書館サービスで共通して特徴

的に思われたのは、認知発達、具体的には年齢が指標に沿った読むべき本の提案という

考え方が、子どもに対する図書館サービスにおいて必ず意識されているようだというこ

とであった。以下に事例を紹介するが、排架やシール等の目印を使って、どの本を読ま

せたら、（読んだら）よいか、認知発達のレベルにあったものを保護者らが（子ども自身

                                                  
(10) Biblioteques de Barcelona. Memòria 2011, p.59 
(11) 前掲（10）、 p. 60 
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が）選択できるようにしてある。各種の子ども向けのイベントやプログラムも、対象年

齢が明確になっていた。この考え方についての本や雑誌記事も存在するようであったが、

その参考文献は英語のものが多いようで、バルセロナの図書館独自の考え方というより

は、研究（科学）に基づいた図書館サービスという米国流の発想をバルセロナで具体的

に実践しようとしたあらわれがこれなのではないかと思われた。 

 

（１）公共図書館 Joan Miró Library の児童サービスの実践 

 Joan Miró Library の児童サービス部門を訪問、担当者と面談。以下のような発言

があった。 

・ 児童書とは、14 歳までをいう。スペインの義務教育が 14 歳までであったことが今に

も影響している（現在、義務教育は 16 歳まで）。 

・ 毎週木曜日の午前中、図書館は閉じて、学校から申込を受けて、教育プログラムを

提供している。6、7 歳未満；7〜9 歳；10 歳以上で、図書館の使い方などを教える。

7〜9 歳の子どもを対象とした登録制の読書クラブも好評。 

・ 館長は、パリの図書館に勤務経験がある。この館長が読書クラブのための推薦図書

リストを作っている。推薦図書にはシールを貼って、図書館入口近くの新着図書コ

ーナー横に、クラブ用図書としてまとめて置いている。ただ、学校ではみなが同じ

ものを読む、公共図書館はそうでなくてよい、という考え方を基本的にもっている。 

・ 児童書には背にシールを貼って、緑は 11〜12 歳向け、黄色は 12〜14 歳向けとして

いる。 

・ メキシコの児童書がとてもよいし、メキシコを含め中南米で出版されているものの

出版情報は容易に手に入るので、図書館に受け入れている。 

  

 

（２）学校図書館 School Orlandai の実践 

 School Orlandai の学校図書館を訪問、学校図書館担当教諭と面談。以下のような

発言があった。 

・ この公立学校のある地域はとてもよい住宅街であり、文京地域である。 

・ 年齢別に書架を作っている。背にシールを貼ってもいる。DVD も年齢別。青が 6〜7

歳向け；赤が 8〜9 歳向け；緑が 10〜11 歳向け。どの年齢でどの本を読むべきかは、

type、subject、picture で決まると、学校図書館担当教諭は考えている。 

写真 5.1 

School 

Orlandai 

写真 5.2 

Biblioteca 

Sagrada 

Família 
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・ バルセロナに児童書を読む勉強会があり、関心があるので長年通っている。主とし

てそこで、児童書の選書の方法や、配架の方法（年齢を目安にするという方法を含

め）についての知識を得ている。 

 

（３）バルセロナ市の教員支援図書館 Artur Martorell Library の実践 

 バルセロナ市の教員支援図書館 Artur Martorell Library を訪問、責任者らと面談。

以下のような発言があった。 

・ 利用は一般にも開かれているが、主として、教員、教員志望の大学生。責任者以外

に、フルタイムの職員 2 名。市内の学校図書館の支援を行い、目録作成も行ってい

て、そうした技術的支援について評価が高い。職員は、UAB-UB の学校図書館と読書

推進の修士号（4．子どものための図書館専門職養成の新たな取組参照）をもっている。 

・ カタルーニャ語だけでなく、スペイン語、フランス語、イタリア語、英語の学校図

書館や児童文学等に関する資料がある。 

・ フランスは、児童文学研究の伝統があるので、学ぶべきものがある。教育について

は、スペインはフランスの影響が大きいということもある。一方、カタロニアでは、

1915 年前後には、アメリカ合衆国に人を送って新教育の教育方法を学んでこさせる

といったことがあるなど、進歩主義的な教育の伝統があると認識している。 

 

３．公共図書館の最新の建築・設計 

19 世紀後半に行われた Ildefonso Cerda によるバルセロナ市街の拡張計画は、かれが

マドリッドから派遣された技術者であったこともあって当初は不評であったという。し

かし Cerda の計画は、幅 20ｍの街路を 133.3ｍ間隔で縦横に引き、格子状の街区を千ほ

ど並べたもので、バルセロナの将来の発展を見通し、人々の住環境を改善して、貧富の

差による住環境の格差を解消しようとするものだった。この基盤的な整備のおかげで、

今日でもバルセロナの市街は、魅力的な街並みを維持できている(12)。 

しかし、そのままでよいというわけではない。バルセロナは 1975 年に民主制が再び確

保されて後、急速な人口集中により悪化する住環境の改善や歴史的市街地の保全のため

に都市再開発が盛んに行われ、いくつもの前衛的な試み（「バルセロナモデル」とよばれ

る）が続けられている。それらを導く原則は、経済の論理だけではなく、都市全体が公

共空間であるとの考え方に基づき、住民が共用できる空間を確保するというものである。

ここで言及する、近年のバルセロナの公共図書館整備もこのような動きの一つといって

もよい(13)。 

1986 年のスペインのヨーロッパ連合（EU）加盟以降、遅れていた公共図書館の整備に

ついても目が向けられ、この 10 年数ほどの間にバルセロナの公共図書館の進展はめざま

しい（図 5.2 参照）。図書館の数は 2 倍程度となり、床面積では 5 倍ほどになっている。 

                                                  
(12) 岡部明子、バルセロナ、中央公論新社、2010、p.54-55 
(13) 阿部大輔、バルセロナ旧市街の再生戦略、学芸出版、2009、p.19 

Disputaciò Barcelona, Vint-i-cinc bibiliotheques de la provínicia de Barclona, 2008, p.402 
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図 5.2 図書館の増設とフロアーの拡充(14) 

 

 

現地の建築家でバルセロナ市図書館

サービス局の建築部門の責任者 Santi 

Romero 氏（Architecte de la Gerècia de 

Serveis de Bibioteques. Diputació de 

Barcelona ） と 面 談 し 、 Biblioteca 

Esquerra de l'Eixample-Agustí 

Centelles と Biblioteca Sant 

Antoni-Joan Oliver の二つの図書館に案

内していただくことができた。われわれ

自身で訪れたところを含めると、 訪問で

きた公共図書館は 5 館であった。 

Romero 氏からは、①エクステリアとインテリアの双方で誘う雰囲気、リラックスでき

る空間を作る、②ライティングの強さの違いで図書館内の各所に違う雰囲気を出す、③

ガラスを多用しているのは、図書館内にいろいろな場所がたくさんあることに気づいて

もらうためとの説明をうかがった。視察した図書館は、どれも今日的な水準を上質に実

現したものだった。また、コンペティショ

ンを勝ち抜いたデザインには、驚嘆すべき

部分が多々あり、それらは利用者を集める

のに効果があるものだった。 

図書館のような公共施設の建築の際には、

公園を隣接させるという街づくりの規定が

あって、それにまつわってさまざまな苦労

がある、といった話があった。これが、上

述した住民たちの公共空間の確保に関わる。

元来格子状のブロックの真ん中は公共空間

                                                  
(14) 前掲（10）、p.4 

写真 5.3 Sant Antoni-Joan Oliver 図書館 

（右の奥が公園） 

写真 5.4 Biblioteca Sant Pau-Santa Creu 

（児童サービス側） 
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だったが、時代を経て私的に占有されるようになっていたものを元に戻すという試みで

ある。写真 5.3 の写真のように高層の建造物の下に通路をつくり、中庭空間が公園とな

っている。たくさんの親子や高齢者が余暇を楽しんでいた。もう一点印象的だったのは、

図書館の各スペースには必ず図書館員が常時アテンドしていたことだった。そのために

はかなりの人員を割かれるので、質問したところ、バルセロナ市ではサービス担当の図

書館員は常時利用者空間で従事するとの説明だった。プロセシング部分は集中して処理

するので、それが可能だという答えだった。児童サービスなど、図書館員のアテンドが

不可欠であり、望ましい在り方である。 

旧市街の Biblioteca Sant Pau-Santa Creu を訪問したとき、この歴史的なカタルーニ

ャ・ヴォールト様式の気持ちのよいスペースに図書館員の姿が、いつも利用者からみえ

た。（ここも図書館の入り口が左右に分かれており、左が成人で、右側の入り口が児童図

書館というしつらえ）移民の多い地域のようで、複数言語の資料が揃っていた。 

 

４．子どものための図書館専門職養成の新たな取組 

 バルセロナ自治大学（UAB）とバルセロナ大学（UB）が共同で開講する、「学校図書館

と読書推進の修士号（Master on School Library and Reading Promotion）」の教育プロ

グラムに関して、2 大学を訪問して聞き取り調査を実施した。以下のような発言があっ

た。（入手した資料の一部は、翻訳業者に翻訳を依頼し、〈スペイン読書関係資料〉とし

て掲載） 

 

（１）UAB の実践 

プログラムの発案者であり、かなり積極的に 2 大学をつないで、プログラム運営に

もリーダーシップを発揮しているとみえる、UAB の Teresa Colomer 氏と面会して説明

を受けた。 

・ 一つは寄付講座のようなあり方の e-learning の通信教育で、｢児童・青少年文学と

書籍｣の UAB 修士号のプログラムである。講師にイギリスやフランスの大学に勤める

著名な研究者もおり、スペイン語圏からの応募者多数で、倍率が高くなっている。 

・ もう一つが、通学制の学校図書館と読書推進に関するもので、UB との共同実践であ

る。（資料参照）。 

・ 夜間の資料組織の演習の授業を 1 時間ほど見学したところ、E-pergamon というカタ

ルーニャ州で使われている目録作成のためのプログラムを使って、授業が行われて

いた。担当教員は元・大学図書館の司書である。これは、目録規則を学ぶ授業をパ

ソコンを使って行っているという印象であった。 

・ 授業見学の際、受講生が二分されているように思われた。社会人（おそらく教師）

経験のある人たちと、学部卒のあとすぐにこのプログラムに入ってきているだろう

学生たち。翌日に UB の教員に尋ねたところ、ここのところの就職難で、具体的には

2011 年秋入学生から、学部卒からすぐに入ってくる学生が増えているとのこと。 

・ （現地に長く住んでおられる通訳の方の発言として）スペインでは、修士号の特徴
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的な名称について、このように、学問のタイトルを冠した学位ではなくて、結びつ

く就職のイメージをもちやすい名称のものが増えている。 

 

（２）UB の実践 

 図書館学部長 Ernest Abadal Falgueras 氏、学校図書館と読書推進の修士プログラ

ムの UB 側責任者 Monica Baró 氏と面会。100 年近い歴史をもつ UB の図書館学教育に

ついて紹介していただき、当方の訪問の趣旨をお話した。そのインタビューの概要は

次のとおり。 

・ UAB との共同プログラムは、Colomer 氏との連携で実現、運営している。 

・ UB の図書館学教育は、Melvil Dewey らアメリカの図書館学教育の影響があり、はじ

められたもので、1976 年に共学化するまで女性のみが入学できた。 

・ UB の図書館情報学部の教員 35 名中に、学校図書館関係の研究を進めている研究者が

5 名いる。 

・ スペインの成人の読書率（1 年に本を 1〜2 冊読む人の割合）が 50％を切っているこ

とが、読書推進に熱心な理由としてある。 

 

（３）図書館・図書・読書観測所（Observatori de Biblioteques、 Libres i Lectura）

の実践 

   続けて、UB に置かれている、図書館・図書・読書観測所（Observatori de Biblioteques、 

Libres i Lectura。英語では Observatory of Libraries、Books and Reading；以下、

Observatori と記す）の責任者 Pedro Rueda 氏および Mònica Baró 氏と面談をし、う

かがったお話の概要は次のとおり。 

・ Observatori も、UAB の Colomer 女史の提案。 

・ ボローニャプロセスの影響で、UB の図書館情報学部でも、学部教育が 3 年か 5 年か

ら 4 年に統一された。単位についても、同等になった。実習生を相互に送り合うな

どがはじまっている。修士課程は 1 年（または 2 年）。博士課程は 2 年で論文を書く。 

・ Observatori では、図書館や読書習慣についての資料を集めて、報告書を公開してい

る。2年に1度はカタルーニャ州における読書推進活動に関する報告書を出している。 

・ 国レベルで読書プランを作るというのは、イギリスのブラウン前政権（Gordon 

Brown：在任期間 2007.6.27〜2010.5.11；労働党）の政策の影響。 

・ バルセロナでは、各学校の教員の中に、小学校で週に平均 3 時間、中高で 8 時間く

らい、学校図書館の仕事にあてる担当者が置かれることが一般化している。例えば

小学校教諭なら、週に 25 時間の授業と 5 時間の授業準備や会議等が職務というとき

に、そのうちの 3 時間を学校図書館にあてるようにアポイントされる教諭がいる。 

 

（４）LECXIT と"Nascuts per llegir"プロジェクト 

 Jaume Bofill Foundation と連携しての読書推進に関する研究プロジェクト LECXIT

（Lectura per a l'èxit educatiu；英訳すると Reading for academic success）を
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進めている Àlex Cosials 氏（UB 図書館情報学部所属で、学校図書館の研究者）と、

“Nascuts per llegir”（born to read）プログラムに携わっている Marta Roig 氏に

お話をうかがった。その概要は次のとおり。 

・ PISA の結果で読書率が低かったということで、近年、読書推進運動が熱心に行われ

るようになっている。 

・ 2005 年に、当時の社会労働党政権の施策で、スペインで学校図書館についての調査

があったことが契機となった。図書館および図書館専門職が読書推進を担うという

考え方が広く一般にあると認識している。 

・ LECXIT は地域の人を、“Nascuts per llegir”は小児科医（団体）を巻き込んでいる。 

・ LECXIT は、2011 年にはじまったが、la Caixa という地元の銀行も支援してくれてい

る。移民やロマの人たちが多い地域が重点地域と見なされている。本を選ぶときの

基準や年齢によってどんな本を選ぶべきかを示したもの；具体的な本のリスト；ど

こに図書館がありどんな読書アドバイスが受けられるかを示したもの等を作成して

いる。アメリカの reading partners や、オーストラリアやフランスにもモデルを求

めた。 

・ “Nascuts per llegir”では、お医者さんや看護師さんから、家庭の意識向上が大切

で、公共図書館で無料で資料・支援が得られることを周知してもらう。年齢別の読

書レシピというカードを作成して配布している。 
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＜スペイン読書関係資料＞ 

 

学校図書館と読書推進計画 

       第 3 版（2010～2011 年） 

 
バルセロナ自治大学およびバルセロナ大学主催の一部通信教育のマスターコース。 

コーディネーターはテレサ・コロメー（Tersa Colomer）とモニカ・バロ（Monica Baro）

です。該当テーマを扱ったスペイン国内で唯一の公式コースとなっています。 

 

 当マスターは、学士号または各種学校の修了書を所持している方なら誰でも始めること

ができます。 

 

 1 年のコース（ヨーロッパ単位互換制度 ECTS の 60 クレジット）または 2 つ以上にコー

スを分割することもできます。ただし初年度に最低 35 クレジットを登録しなければなりま

せん。（または 25 クレジットを登録するという申請を出さなければなりません。） 

 

 当マスターを修了した方、もしくは現在されている方はカタルーニャ州政府教育省のプ

ントエデゥ・プログラム（教育プログラム）のモジュールが免除されます。 

 
日程概要 

当マスターは 2010 年 9 月 20 日に開始し、2011 年 6 月 30 日に終了します。 

授業は、（2010 年）10～（2011 年）4 月の月曜日と水曜日の 17 時 30 分～20 時 30 分です。 

 

 インターンのモジュールは、3 学期（7～9 か月目）に、最短で 1 週間は学校図書館にて

実施します。該当する学校の通常時間内となります。すでに学校図書館で働いている方に

は、インターンの実施期間を考慮します。9 月 5 日までにインターンの報告書を提出しな

ければなりません。 

 

モジュール 期間 曜日 

スクーリングと一部通信教育のモジュール 10～4 月  月曜日と水曜日 

インターン 5～6 月 同意により決定 

バーチャル選択科目のモジュール 10～4 月 

選択による 

バーチャル 

 
モジュール 

必修モジュール（通年継続の講議）： 

・学校図書館（15 クレジット）スクーリングで 9 月 22 日～1 月（末）。 

担当教員：モニカ・バロ（Monica Baro）、マイテ・コマラット（Maite Comalat）、アレッ



77 

クス・コシアルズ（Alex Cosials）、テレサ・マニャ（Tersa Mana） 
・読書と推進（10 クレジット）2～4 月（末）一部通信教育。 

担当教員：テレサ・コロメー（Tersa Colomer）、ミレイア・マンレサ（Mireia Manresa）、

ブレンダ・ベリョンリン（Blenda Bellorin） 

・図書館インターン（15 クレジット）5～6 月 

インターン担当チーム：テレサ・マニャ（Tersa Mana）（コーディネーター）、モニカ・バ

ロ（Monica Baro）、アレックス・コシアルズ（Alex Cosials） 

 インターンモジュールには、美術館訪問や演劇鑑賞のアシスタント、文学ルート、作品

の朗読などの文化プログラムが含まれます。 

担当教員：ネウス・レアル（Neur Real） 

 
選択科目モジュール 1 

 学生のこれまでの学習歴によっては、1 科目または 2 科目履修、もしくは 1 つも選択し

なくても大丈夫です。選択科目 2 と同様にマスター全体のクレジットに加算されます。 

・情報とドキュメント（10 クレジット）2～4 月（末）一部通信教育 

担当教員：クリスティーナ・アグイリアーノ（Christina Aguiriano）、ピラール・シド（Pilar 

Cid）、アルフォンス・ゴンザレス（Alfons Gonzalez） 

・心理教育学訓練（10 クレジット）10～1 月（末）バーチャル科目 

担当教員：マルタ・フエンテス（Marta Fuentes）、チャビエー・ヒメノ（Xavier Gimeno）、

ギジェン・サラ（Guillem Sala） 

 
選択科目モジュール 2 

 該当する場合は、選択してください。 

・子供と青少年文学（10 クレジット）11～12 月バーチャル科目+論文 

担当教員：テレサ・コロメー（Tersa Colomer） 

・子供文学から子供文化へ（10 クレジット）11～12 月バーチャル科目教育+論文 

担当教員：アナ・ディアス・プラジャ（Ana Diaz-Plaja）、マルガリダ・プラッツ （Margarida 

Prats） 

 上記の 2 つの選択モジュールは、下記の論文テーマを以って完結します。 

1. 読書推進プロジェクト 

  マリア・ベアトリス・メディナ（MaBeatriz Medina）（バンコ・デ・リブロ・デ・べネズ

エラ）。4～5 月 

2. コミックス：グラフィックストーリーのアート 

オラージャ・エルナンデス（Olalla Hernandez）、ホセ・ウリオーラ（Jose Urriola）。4

～5 月 

3. 子供のための絵と本 

  テレサ・ドゥラン（Tersa Duran）、ジャウメ・ドゥラン（Jaume Duran）（バルセロナ大

学）10 月 18 日～12 月 21 日 
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4. 子供と青少年のための書籍の選択 

  ジェルマン・サンチェス・ルイペレス財団（要確認） 

5. 子供のための本と社会的価値観 

  テレサ・コロメー（Tersa Colomer）、セシリア・シルヴァ・ディアス（Cecilia Silva-Diaz）

（バルセロナ大学）1 月 10 日～3 月 10 日 

6. カタルーニャの遺産：今日の読者のための昨日の本 

  テレサ・マニャ（Tersa Mana）（バルセロナ大学）4～5 月 

7. 文学の行と行間を読み、書き、模倣する 

ダニエル・カサーニ（Daniel Cassany）、クリスティーナ・アリアガ（Christina Aliaga）。

（ポンペウ・ファブラ大学）4～5 月 

 

（下記に全コースの簡単な内容を記載しています。） 

 

授業の時間と場所 

当マスターは 2010 年 9 月 20 日に開始します。 

スクーリングの授業は 17 時 30 分～20 時 30 分です。 

図書館でのインターンの時間帯は各センターによって違います。 

 

第 1 学期 

・ 月曜日と水曜日：学校図書館（サンツ駅の隣にあるバルセロナ大学、図書館経営と資

料学部） 

・ バーチャル選択科目モジュール：教育心理学訓練（当コースのバーチャル科目、論文

のカレンダー参照 

・ バーチャル選択科目モジュール：現代子供・青少年文学（当コースのバーチャル科目、

論文のカレンダー参照） 

・ 選択科目モジュール：子供文学から子供文化へ（当コースのバーチャル科目、論文の

カレンダー参照） 

第 2 学期 

・ 月曜日：読書とその推進（サンツ駅の隣にあるバルセロナ大学、図書館経営と資料学

部）（一部通信教育） 

・ 水曜日：情報とドキュメント（バルセロナ自治大学、情報科学学部）（一部通信教育） 

・ インターン（3 学期）：公立図書館または教育センターの図書館にて各機関と生徒の合

意によって実施されます。 
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バーチャル講演プログラム 

 
アントニオ・バサンタ（Antonio Basanta）（ジェルマン・サンチェス・ルイペレス財団）、

グスタボ・ボンビン（Gustavo Bombin）（ブエノスアイレス大学）、エリサ・ボニージャ（Elisa 

Bonilla）（エスエム・メキシコ財団）、エミリア・フェレイロ（Elisa Ferreiro）（メキシ

コ国立工科学院高等研究所 CINVESTAV）、ガブリエル・ジャネー・マニラ（Gabriel Janer 

Manila）（バレアレス諸島大学）、アナ・マリア・マンチャード（Ana Ma Machado）（ブラジ

ル人作家）、アルバロ・マルチェーシ（Alvaro Marchesi）（イベロアメリカ諸国団体）、ミ

ッシェレ・ぺティッ（Michele Petit）（パリ第一大学） 

 
教室での講演会プログラム 

文化プログラムのアクティビティー 

 
プログラム外で、バルセロナ自治大学およびバンコ･デ・リブロ、ジェルマン・サンチ

ェス・ルイペレス財団、エスエム・メキシコ財団主催の国際マスターコース｢本と子供・

青少年文学｣のスクーリング授業に 1 週間無料で参加が可能となります。 

午前： 

  1. 子供・青少年文学の構成要素。テレサ・コロメー（Tersa Colomer） 

2. 招待講演（詳細は後日） 

午後：選択実習：下記から 1 つ選んでください。 

1. アルバムの読解。ブレンダ・ベリョンリン（Blenda Bellorin）、マリア・セシリ

ア・シルヴァ・ディアス（MaCecilia Silva-Diaz） 

  2. 5X9（挿絵についての小さなアイディア）アルナル・バリェステー（Arnal 

Ballester） 

3. 子供のための本の編集実習。カルメン・ディアナ・デアルデン（Carmen Diana 

Dearden）、べロニカ・ウリベ（Veronica Uribe）、イレネ・サビーノ（Irene Savino）

（出版社エカレ）（要確認） 
 
モジュールの概要 

必修モジュール 

・学校図書館（スクーリング） 

 教育センターの図書館のコンセプト、機能、目的。図書館と教育センター向けの教育プ

ロジェクトのカリキュラム。図書館の利用者。学校図書館の現状と発展。図書館の経営と

計画と評価。蔵書の管理～評価、購入、資料編成。コミュニティーサービスの計画。学校

図書館の教育プログラム。学校図書館とそれを取り巻く環境。 

・読書とその推進（一部通信教育） 

 最新の知識に則った読書とその学習。本と読書の歴史の発展そして義務教育、情報と習

慣社会における市場の発展。学校図書館の利用を通じた読者の発展への影響。読者の社会
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的習慣に学校図書館を組み込むには～学校との協力、家族と社会環境。状況と明確な目標

に応じて的確な読者へのプロモーション活動のデザイン～。読者センター計画（PLEC）の

構想または読書推進計画。 

 
選択モジュール 

・情報とドキュメント（一部通信教育） 

 情報の世界とドキュメント作成過程。図書館の蔵書の技術的な取り扱いのプロセス～形

式的な分析と内容の分析～。学校図書館の使用管理プログラム。情報技術と学校図書館の

広報、作成と文化作品の消費のシステム、子供と若者を対象にしたマスメディアの仕組み

について。 

・現代子供・青少年向け書籍（バーチャル科目） 

 識字社会の新たな製品としての子供と青少年向け書籍。子供向けの学習文学と必要とさ

れる能力レベル。現代フィクション物語～西洋社会の価値と反映、ポスト近代主義の芸術

的な形式、フィクションレベルでの相互関係、間テクスト性。 

・子供文学から子供文化へ（バーチャル科目） 

 図書館の蔵書の中でも歴史的価値のある遺産を紹介する方法。文学教育の視点からの

様々な世代の子供文学の分析。文学の伝達のための認識と代案（オーラル、テクスト、デ

ジタル等）。様々な学習ツールとしての書籍と情報資料の非言語的な要素の評価。 

・心理教育学訓練（バーチャル科目） 

 文化と教育のコンテクスト。認識と干渉のストラテジー。子供と青年の成長。学習のプ

ロセス。カリキュラム計画のデザイン。様々な教育基準。 

 
論文 （バーチャル科目）： 

・読書推進プロジェクト。マリア・ベアトリス・メディナ（Maria Beatriz Medina） 

 読書推進プロジェクト作成の鍵となるコンセプトと方法論 

・コミックス：グラフィックナレーションのアート。オラージャ・エルナンデス（Olalla 

Hernandez）、ホセ・ウリオーラ（Jose Urriola） 

 現代のパノラマ、ジャンル、フォーマット。2 つの側面を持ち逐次アートのレクチャー

とメディエーターの習熟：美的認識と知的娯楽。 

・ 子供のための絵と本。テレサ・ドゥラン（Tersa Duran）、ジャウメ・ドゥラン（Jaume Duran） 

 読書をする際のビジュアル知覚の過程、読解と視覚、と視聴覚と有能な読者の知識の同

等な可能性。 

・子供と青少年のための書籍の選択。ジェルマン・サンチェス・ルイペレス財団（要確認） 

 教育コンテクストに則って情報書籍の集成とフィクションを評価するための基準 

・子供のための本と社会的価値観。テレサ・コロメー（Tersa Colomer）、セシリア・シル

ヴァ・ディアス（Cecilia Silva-Diaz） 

 作品と制作コンテクストの関係。子供のための本の歴史における社会的価値の発展。 

ポスト産業社会、グローバリゼーション社会における現代製作。 
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・カタルーニャの遺産～今日の読者のための昨日の本。テレサ・マニャ（Tersa Mana） 

 子供と青少年のためのカタルーニャの古典本と歴史的に重要な時期の書籍 

・文学の行と行間を読み、書き、模倣する。ダニエル・カサーニ（Daniel Cassany） 

 読書、模倣、リミックスと、二次創造や現実的な物語や写真のブログや詩としての青年

文学のジャンルを書く訓練のための勉学。学校外で青少年が習慣的に創造し消費する文学

テクスト。 

 
当マスターの関連学部 

・バルセロナ自治大学より 

 言語教育学部、文学・社会科学部：カタルーニャ語言語学部（図書館経営とドキュメン

テーション分野）：基礎心理学・進化心理学・教育心理学部：社会学部、応用教育学部（教

授法とカリキュラム作成分門） 

・バルセロナ大学より 

 図書館経営とドキュメンテーション学部：言語教授・文学部：ビジュアル・造形教育教

授学部 

 
その他 

 カタルーニャ州政府教育省より、学校図書に関するアドバイスおよびコーディネートを

するためのコースとして認証されています。 

 

 教職の方で当マスターコースに登録された方は、2010～2011 年度のマスターコースに 

参加することで個別の助成を受けることができます。 

 

通信国際マスターコース｢子供と青少年文学と書籍｣とのコラボレーション 

（バルセロナ自治大学、バンコ･デ・リブロ、ジェルマン・サンチェス・ルイペレス財団、

エスエム・メキシコ財団） 

 

申し込み： 

バルセロナ自治大学のエスコラ・ポスグラウ 

（翻訳者注釈自治大学内にある大学院コースを扱う部門）まで 

www.uab.cat/postgrau 

 

問合せ先： 

gretel@uab.cat 

 

当マスターの席数には上限があります。 
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